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　９月７日（水）に福浦幼稚園で、バルセロナオリンピ

ック銅メダリストの
はたけだよしあき

畠田好章さんを講師に迎えて、体

操教室が開かれました。マット運動や跳び箱運動な

ど、体を動かすことの楽しさを教えてもらった子ども

たち。将来この中からオリンピック選手が誕生するか

もしれませんね。
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　昭和51年に親善都市提携を結び、平成８年からは１年おきに小学生たちがお互いの
市町を訪れている広島県三原市と湯河原町。今年は８月13日㈯・14日㈰の二日間、
湯河原町の小学生40人が三原市へ行ってきました。

社会教育課　☎62-1125

広 島 県 三 原 市 へ
　 行 っ て き ま し た 。

三原駅前ロータリーで湯河原やっさを披露する子どもたち

三原市
たかかげ
隆景広場で三原市の子どもたちと一緒に記念撮影　
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特
　
集

３位入賞!!

広 島 県 三 原 市 へ
　 行 っ て き ま し た 。

☆お出迎え☆
　三原駅に到着すると三原のお友だち
44人がお出迎えをしてくれました。
　これから何が起こるのか･･･。ワクワ
クドキドキのご対面でした。

☆湯河原町の紹介☆
　歓迎レセプションではお互いの市町の
ことを紹介。湯河原町の紹介は、東台福
浦小学校の５・６年生９人が、パワーポ
イントを使ってとてもわかりやすく、素
敵に紹介してくれました。

☆プレゼント交換☆
　友好のしるしに毎年プレゼントを贈り
合っています。今年は三原から『三原だ
るま』をもらい、湯河原からは『みかん
石けん』を贈りました。ずっとお友だち
でいられるといいね。

☆大きなだるまと記念撮影☆
　三原はだるまが有名で、史跡めぐりの
途中で『三原だるま工房』さんに立ち寄
り、大きなだるまの前で記念写真を撮ら
せてもらいました。

☆史跡めぐり☆
　三原のお友だちとアゼリアガイドさん
(観光ボランティア)に三原城跡や、神
社・仏閣を紹介してもらいました。
　説明は全部三原の子どもたちがしてく
れて、とってもよくわかりました。

☆『三原やっさ』披露☆
　湯河原の子どもたちは初体験だった
『三原やっさ』。三原のお友だちの真似
をしながら一生懸命踊りました。
　その結果、三原市・湯河原町親善都市
交流踊り連が３位に入賞しました。おめ
でとう～!!

手づくりみかん
石けん

三原だるま

　「三原やっさ」は湯河原のやっさ踊

りとは違って、ずっと手をあげていた

ので大変でした。

　でも三原のお友だちと一緒に踊れて

楽しかったです‼

　史跡めぐりは天気が良すぎてとても

暑かったけど、湯河原との歴史のつな

がりや、三原はたこが有名だというこ

となど、丁寧に教えてくれてすごくう

れしかったです。

　来年は僕たちが三原の友だちをお迎

えするので、たくさんおもてなしをし

たいです。

団長　東台福浦小学校６年

阿部　彩美さん
あ　べ　　  あや み

副団長　湯河原小学校５年

新磯　友基さん
にいいそ      ゆう き
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■『行政相談制度』を知っていますか
　「行政相談制度」は、国の行政機関などの業務に関
する苦情や意見、要望をお伺いして、その解決を促
進するとともに、こうした皆さんからの声を行政運
営に役立てる制度です。
　道路、年金、役所の窓口対応など、国の行政に対
することならどのようなことでも構いません。また、
相談は無料で秘密は固く守られます。「どうせ苦情を
言っても国のことだから変わらない・・・」とあきら
めないで、お気軽にご相談ください。

■10月の行政相談のご案内
◆日時　10月10日（月・祝）・20日㈭
　　　　13:00～16:00
◆会場　10日（月・祝）　宮下会館
　　　　20日㈭　文化福祉会館
◆内容　国の行政機関の業務のほか、公団、公庫な
どの特殊法人、国の補助に関する業務、国から県・
市町村に法定受託している業務などについて

■湯河原町の行政相談委員は次のお二人です

※行政相談委員は、総務大臣から委嘱を受けて、国
の行政機関などの業務に関する苦情の相談に応じ、
相談者に必要な助言をしたり、関係機関にその苦
情を通知したりするなど、その解決の促進をお手
伝いします。

　着物や貴金属類を訪問して買
い取る業者に関する相談が増え
ています。
　「他に何かもっと良いものはな
いか」「手ぶらでは帰れない」な
どと強引な買い取りをする業者
もいますので、次の点に気をつ
けましょう。
○中古品を取り扱う業者は、都道府県の公安委員会
の許可が必要です。許可を受けた業者は許可証や
行商従事者証を携帯しています。許可証などの提
示を求め、訪問してきた業者が許可業者であるこ
とを確認しましょう。
○買い取りの場合は、業者から訪問してきたとして
もクーリング・オフはできません。後でやめたい
と言っても、「既に処分した」と言われて取り戻せ
ないのがほとんどです。
○心配なときは、小田原市消費生活センター（☎33
－1777）へ相談しましょう。

　県西営農支援センターは、農業を取り巻くさまざ
まな課題に広域的に対応するため、小田原市、南足
柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、真鶴町、
湯河原町の各市町、そしてJAかながわ西湘が連携し
て設立する組織です。
　その業務は、農業に関するさまざまな相談に応じ
たり、鳥獣被害対策や農地の貸し借りについての情
報を提供したりします。
　日頃の農作業のことで相談したい、農地の貸し借
りを検討しているという人はもちろん、新たに農業
を始めてみたいという人もお気軽にご相談ください。
◆所在地　小田原市成田802-1
　　　　　（JAかながわ西湘成田選果場）
　　　　　☎38-4277（FAX兼用）
◆開設日時　毎週水曜日　13:30～16:00
　　　　　　（土・日・祝日、年末年始を除く）
◆相談内容　営農相談・指導、新規就農・担い手育成、
農業関係機関との協議・連絡調整、土地所有者が
貸し出しを希望している農地の情報提供、鳥獣被
害対策への対応など

Pick Up Newsピックアップニュース町政
10月17日㈪～23日㈰は行政相談週間です

秘書広報室　内線246・247

着物や貴金属の訪問買い取りに
注意しましょう‼

住民課　内線321

県西営農支援センターが
10月12日㈬に開設されます

農林水産課　内線731

町
政
ニ
ュ
ー
ス

 かみなが　 しげる　　   　

神永　繁さん
☎62-5094

おざわ　　みのる         

小澤　稔さん
☎63-3406
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◆入札日時　10月20日㈭14:00～（事前説明がありま
すので、13:15までにお集まりください。また、入
札開始時刻に遅れると入札に参加できません。）
◆会場　役場第２庁舎３階会議室
◆入札参加申込期間　10月３日㈪～17日㈪
◆入札保証金　入札金額の５％以上（入札受け付け前
に湯河原町指定金融機関などで納付してください。）
◆公売物件
○所在　湯河原町吉浜字

あず  ま  ざか

吾妻坂530番１（１区画）
○面積　2,294.46㎡（694.07坪）
○地目　宅地
○用途地域など　第１種住居地域
　　　　　　　　建築基準法第22条区域
○建ぺい率／容積率　　60％／200％
○施設　町営水道、公共下水道
○希望売却価格　5,500万円

　故市川公造さんの生前の功労に対し、正六位が叙
され、９月７日㈬に冨田町長からご遺族へ伝達しま
した。
　故市川公造さんは、町議会議員として９期36年の
長年にわたる地方自治への貢献が認められ、平成12
年11月３日に、

くん  ご とうそうこうきょくじつしょう  

勲五等双光旭日章 を受章されていま
した。

　８月24日㈬に、湯河原ライオンズクラブ様（山田
昭夫会長）から、同会の50周年記念事業として、海
抜表示板９基を寄贈していただきました。
　海抜表示板は、御庭公園、千暮公園、広崎公園、
若宮公園、海浜公園、亀ヶ原公園、さくらんぼ公園、
鶴舞児童遊園地、福浦児童遊園地の９か所に設置さ
せていただきました。
　山田会長は、「まずは９か所への設置ですが、人の
集まるところにさらに設置できるように、寄贈を続
けていきたい。」とおっしゃっていました。

町有地を公売します
財政課　内線242

じょ い

叙位（
しょうろくい

正六位）故
いちかわこうぞう

市川公造さん
秘書広報室　内線246

ありがとうございます
海抜表示板の寄贈

地域政策課　内線231

※当該土地の状況、上下水道管の接続などについては
　財政課へお問い合わせください。

町
政
ニ
ュ
ー
ス

Pick Up

やま だ 

あき お
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保健・福祉

　神奈川県後期高齢者医療広域連合では、県内の市
町村と連携して、県内に在住する75歳以上の高齢者
を対象とした医療制度を運営しています。
　今回、広域連合と市町村が事務処理をする際の目
標である現広域計画の期間が満了を迎えることから、
平成24年度から27年度までを計画期間とする、市町
村の意見を反映させた第２次広域計画（素案）を策定
しました。
　第２次広域計画（素案）に対してご意見のある場合
には、次の方法で提出してください。
◆募集期限　10月３日㈪～31日㈪
◆資料の入手方法　10月３日㈪から、神奈川県後期
高齢者医療広域連合または役場住民課の窓口で配
布します。また、神奈川県後期高齢者医療広域連
合ホームページでもご覧いただけます。(http://www.
　union.kanagawa.lg.jp/)
◆提出方法　所定の用紙に住所、氏名、年齢を記入し、
次のいずれかの方法で提出
　①郵送　〒221-0052　横浜市神奈川区栄町８番地１
ヨコハマポートサイドビル９階　神奈川県後期
高齢者医療広域連合総務係あて

　②窓口　役場住民課へ
　③FAX　045-441-1500　神奈川県後期高齢者医療

広域連合総務係あて
　④メール　kouikirengou＠union.kanagawa.lg.jp
　※件名に必ず「広域計画（素案）に関する意見」と
　記入してください。
◆問い合わせ
　神奈川県後期高齢者医療広域連合　☎045-440-6700
　役場住民課　内線325・327

◆日時　10月16日㈰　10:00～13:30
◆会場　町民体育館
◆内容　①式典　10:00～10:30
　　　　②講演　10:45～11:45
　　　　　まむし流『こころとからだの健康法あれこれ』
　　　　　　講師　毒蝮  三太夫さん（タレント）
　　　　③おたのしみ抽選会　11:45～12:00
　　　　④飲食コーナー、バザー、クイックマッサー
　　　　　ジなど　12:00～
※無料バスの運行もあります。

　敬老の日を前に、米寿（88歳）を迎える高齢者の
お宅を町長が訪問してお祝いを贈呈する『町長訪問』
が行われ、９月５日㈪には、ゆうゆうの里に入所し
ている皆さんのもとへお伺いしました。
　町長の「ご長寿おめでとうございます」の言葉に、
皆さん元気に「ありがとうございます」と応じてくだ
さいました。
　これからもお元気で長生きしてください。

　国民健康保険の新しい被保険者
証（保険証）は、世帯の加入者全員
分をまとめて、９月中旬に世帯主
あてに郵送しました。

○国民健康保険の加入者で、何らかの事情で保険証
の更新が済んでいない人は、至急住民課で手続き
をしてください。

○国民健康保険料の未納がある場合には、更新手続
きのおしらせを郵送しています。保険料の納付が
困難な場合でも、計画的な分納をすることで短期
保険証を交付します。必ず納付相談にお越しくだ
さい。

○国民健康保険料は、世帯ごとに合算した納付額を
世帯主あてに通知します。世帯員に国民健康保険
の加入者がいないのに保険証や納付通知書が届い
た場合は、保険の脱退手続きを忘れている場合が
ありますので、お問い合わせください。どくまむし  さん  だ ゆう

保
健
・
福
祉
ガ
イ
ド

保健・福祉ガイド
住民課　内線325・327

神奈川県後期高齢者医療広域連合第２次
広域計画（素案）にご意見をお寄せください

社会福祉協議会　☎62-3700

第23回湯河原町社会福祉大会

介護課　内線347

ご長寿おめでとうございます

住民課　内線325～327

国民健康保険の被保険者証について
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　収穫期を迎えた湯河原産の採れたて宮川早生みか
んで、ジャムを作ってみませんか。
◆開催日時　10月11日・25日・11月１日・22日・12月13日㈫
　　　　　　各日9:30～13:00
◆定員　各日15人（先着順）
◆参加料　3,000円（当日集金）
◆問い合わせ　湯河原総合情報センター（駅前観光
案内所）☎63-5599

　由緒あるお寺を訪ね、日常とは一味違う空間を過
ごしてみませんか。
◆開催日時
　A：坐禅と法話　10月２日・12月11日・平成24年２月26日㈰
　B：写経と法話　11月６日・平成24年１月29日・３月11日㈰
　※各日9:15～10:45
◆定員　各日30人（先着順）
◆参加料　1,000円（当日集金）
◆問い合わせ　湯河原総合情報センター（駅前観光
案内所）☎63-5599

　落語家と一緒に町歩きをしながら、湯河原のおい
しいものを食べ歩きます。さらに、見番寄席の鑑賞
つきです。
◆開催日時　12月11日までの毎週日曜日
　　　　　　※10月16日㈰を除く。
　　　　　　各日10:00～14:30
◆定員　各日30人（先着順）
◆参加料　大人3,000円、小人（小学生）2,000円
　　　　　※小学生未満は無料。ただし、昼食・お
　　　　　　みやげはつきません。
◆問い合わせ　湯河原総合情報センター（駅前観光
案内所）☎63-5599

　澄んだ秋空を3,000発の花火が彩ります。すがすが
しい秋風の中で見る花火を、ぜひお楽しみください。
◆日時　10月16日㈰　20:00～
　　　　※小雨決行（予備日10月23日㈰）
◆会場　泉公園
◆内容　○太鼓演奏　20:00～
　　　　○手筒花火　20:20～
　　　　○打上花火　20:40～

　池峯橋から徒歩約40分。紅葉の美しさで知られる
『もみじの郷』で豊かな秋の景観をお楽しみください。
　風雅なたたずまいのお茶室で湯河原名産のお菓子
とともに至福の一服もお楽しみいただけます。
◆開催期間　11月19日㈯～12月４日㈰

　秋の爽やかな一日を、家族みんなで過ごしてみま
せんか。産業祭ならではの買い物も楽しめます。
◆日時　10月23日㈰　10:00～15:00
　　　　※雨天決行・荒天中止
◆会場　海浜公園
◆内容　商品販売（地場産品、自家製品、手づくり品、
リサイクル品）、飲食コーナー、歌謡ショー、フラダンス
ショー、子ども向けアトラクションなど

◆開催日時　12月11日までの毎週土・日曜日
　　　　　　※10月15日㈯・16日㈰を除く。
　　　　　　13:00開場　13:30開演（約60分）
◆会場　湯河原芸妓屋組合３階
◆入場料　500円（小学生以下は無料）
◆問い合わせ　㈳湯河原温泉観光協会☎64-1234

げい ぎ

イ
ベ
ン
ト

湯河原温泉らくご『見番寄席』

みやがわ  わ  せ
宮川早生みかん狩りとジャム作り体験

ざぜん
坐禅と

しゃきょう
写経 城願寺ミニ修行体験

落語家と歩く湯河原温泉街

2011湯河原温泉
オータムフェスティバル花火大会

湯河原温泉旅館協同組合　☎62-8400

いけみね
池峯『もみじの

さと
郷とお茶室』

㈳湯河原温泉観光協会　☎64-1234

2011ふれあい広場産業祭
商工会　☎63-0111

おでかけ　イベント情報
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　京都に生まれた川端玉章
は円山派を学んだ後、江戸
に移りました。画業と並ん
で東京美術学校教授、文展
審査員などを勤めるかたわ
らで、川端画学校を設立し
て多くの画家を世に送り出
すなど、後進の指導にも力
を注ぎました。
　見附の松は、現在の万葉
公園向かいの高台にあった
名所で、昭和34年の台風
被害で倒れました。
　月明かりに照らされた二
本の松は、美しいシルエッ
トを残し、余白と墨の濃淡
によってその印象を強くし
ています。

◆問い合わせ　町立湯河原美術館　☎63-7788
◆開館時間　9:00～16:30（入館は16:00まで）
◆10月の休館日　５・12・19・26日
※10月16日㈰は家庭の日。町民証提示で観覧無
　料です。

●平松礼二画伯による
　ギャラリートーク
　平松画伯が自作について語ります。
◆日時　11月６日㈰　10:00～11:00
◆会場　展示室
◆定員　25人（先着順）
◆申し込み　電話または直接町立湯河原美術館へ
※参加は無料ですが観覧券が必要です。

●学芸員によるギャラリートーク
　平松礼二館・常設館の展示作品解説
◆日時　10月16日㈰　10:30～11:00
◆会場　展示室

美
術
館

　町立湯河原美術館に平松礼二館が開館してから、今年で５周年を
迎えます。平松画伯にとっても、画業50年の節目の年です。
　画家を夢見た少年が、苦難を乗り越え、画家として大成するまで
の道のりを、作品、スケッチ、パネルなどでたどる展覧会です。
　９月に70歳を迎えた平松画伯は、今年から来年にかけて、名古
屋市美術館での回顧展やパリでの展覧会も決定し、ますます画境に
磨きがかかっています。貴重な初期作品もご紹介します。

「花宴」

「P市秋色」

「ジャポニスムへの旅－モネの池に桜」

HOT NEWS
●ギャラリートーク

美術館ほっとニュース

平松礼二館
企画展

今月の１点

イベント川端玉章　「湯河原見附の松」
絹本墨画　制作年不詳

平松礼二館開館５周年記念
平松礼二の軌跡～画家を夢見て
12月27日㈫まで

かわばたぎょくしょう み つけ
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　７月８日㈮に、「ハッピーフェ
スティバル」という児童主体の集
会を開催しました。
　今年の目標は「みんな仲良く
ハッピーになろう」でした。子ど
もたちは目標を達成するために、
お客さんと触れ合うことのできる
お店を考え、クラスみんなで協力

して準備しました。
　当日は、「歴史のクイズ」や
「地図検定館」というように、こ
れまで学んだことを生かしたお店
が多く出店されました。子どもた
ちは、クラスの仕事を前半、後半
で分担し、仕事のない時間は、お
客さんとしてさまざまなお店を回
りました。同じ学年のお店だけで
なく、別の学年のお店にも積極的
に行って仲を深めていました。
　また、地域の皆さんもたくさん
来校し、「200人以上のお客さん
が見に来てくれたよ。」と、とても
喜んでいるクラスもありました。
　そんな中で、八雲保育園は徒歩
で、たちばな保育園はバスで来校

してくれました。園児は「釣り
堀」でカードを釣ったり、「音
楽」を鑑賞したりして、小学生と
一緒の時間を過ごしていました。
　子どもたちが、他学年の児童だ
けでなくさまざまな人たちと関わ
る姿を見ることができるのも、
ハッピーフェスティバルの良いと
ころです。
　地域の皆さんや園児の笑顔を見
ることができ、この日のためにが
んばって準備をしてきた子どもた
ちにとって、素敵なご褒美になり
ました。

　８月27日㈯に、ＰＴＡ主催の親
子ふれあい作業が行われ、小雨ま
じりの蒸し暑い日でしたが、多く
の皆さんにご協力をいただきまし
た。
　教室の隅々や階段、屋上の踊り
場、廊下の窓など、普段の掃除で
は行き届かない場所のほか、子ど
もや教職員が使用する靴箱や体育

館も、時間をかけて丁寧に磨き、
きれいにしていただきました。
　さらに、運動場周りの側溝の清
掃、中庭にある「心の庭」の木々
の枝切りにも朝早くから取りか
かっていただき、夏休み明けの子
どもたちを迎える準備をすること
ができました。
　今年から全世帯参加のふれあい
作業となり、保護者と一緒に作業
をした子どもたちがたくさんいま
した。子どもたちは保護者の皆さ
んの姿を手本として、学校を自分
たちの手できれいにする心を養う
ことができたと思います。
　夏休みがはじまって間もなく
の、７月28日㈭には、学校支援ボ

ランティアの皆さんのご協力をい
ただき、校舎内にある全てのトイ
レ清掃を行いました。普段、子ど
もたちが使用している時にはでき
ない掃除なので、暑い夏の時期で
したが、掃除をしていただきまし
た。おかげさまでトイレの床、換
気扇、便器も洗剤で洗い流し、サ
ンダルの汚れもきれいに落として
いただきました。
　本校では夏休みだけでなく、年
間を通して多くのボランティアの
皆さんに、学校環境の整備に取り
組んでいただいています。これか
らも感謝の気持ちを忘れずに学校
施設を使用していきます。 

ゆ
が
わ
ら
っ
こ

吉浜小学校

湯河原小学校
ＰＴＡ親子ふれあい作業

「ハッピーフェスティバル」

46
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　真鶴トンネルの補強工事のため、
次のとおり真鶴道路の夜間通行止め
を実施します。
■期 10月17日㈪～11月29日㈫
　（土・日・祝日を除く。）
■時 21:00～翌朝6:00
※夜間全線通行止めとなります。

■日 10月30日㈰　9:00～15:00
　湯河原駅集合・解散
■定 20人（先着順）　■費 200円
■持 昼食、飲み物、雨具、レジャーシート
■主 門川会館あそびと学習の会
■申 10月21日㈮までに電話で社会教
　育課へ

■日 11月４・11日㈮　9:30～12:00
■場 文化福祉会館２階会議室
■定 15人（先着順）　■費 500円
■持 裁縫道具、赤と白の絹糸
■主 文化福祉会館実践委員会
■申電話で社会教育課へ

■日 11月13日㈰　13:30～16:00
■場 門川会館２階調理室
■対 町内在住の20歳以上の人
■定 15人（先着順）　■費 500円
■持エプロン、三角巾、包丁、タオル
■主 門川会館あそびと学習の会
■申 10月31日㈪までに電話で社会教
　育課へ

■日①10月28日㈮　13:30～16:00
　②11月４日㈮　10:00～16:00
　③11月11日㈮　10:00～16:00
　④11月18日㈮　13:30～15:30
■場 ①・④城堀会館
　②真鶴駅～福浦港～真鶴駅
　③湯河原駅～城願寺～湯河原駅
■定 15人（先着順）
■費 1,200円（材料費、保険料など）
■持 透明水彩絵の具、筆洗い、水彩筆、
ウォーキング向きの靴

■講 湯河原美術協会会長　
まつ の  てるよし

松野光純
さん

■申電話で社会教育課へ

　町議会議員が特定のテーマについ
て、直接町民の皆さんに説明します。
　今回のテーマは、「震災後の補正
予算」と「平成22年度決算」の主な
事業と審議内容です。
◆第３回議会報告会
■日 10月27日㈭　19:00～
■場 川堀会館２階大会議室
◆第４回議会報告会
■日 10月28日㈮　19:00～
■場 地域福祉センター６階大会議室
※申し込みは不要です。

■日 11月20日㈰　8:30開会式
■場 １部　町民体育館
　２部　吉浜小学校
■対 町内に在住または在勤の家庭婦
人（熱海市泉地区、真鶴町を含
む。）で構成されたチーム

■費 １チーム2,000円
■申 10月21日㈮までに電話で社会教
育課へ

　　　11月1日㈫　19:00～
　　　（教育センター２階会議室）

　　介護支援専門員（介護予防プラ
ンの作成）

　　　 １人
　　　 役場介護課（地域包括支援セ
ンター）

　　　 平成23年12月１日～平成
24年３月31日（更新する場合も
あります。）

　　　 週29時間以内（１日６時間
程度）（土・日・祝日を除く。）

　　時給1,200円（交通費は、町職
員に準じて別途支給）

　　　 10月31日㈪までに、役場所
定の申込書または市販の履歴書
（写真つき）と介護支援専門員登
録証明書の写しを介護課へ持参
（提出書類は返却しません。）
■選 面接（日時は別途連絡）

　　　 第１
しろぬま た

白沼田農園 （４区画）
　　　 第２白沼田農園 （１区画）
　　　 

てんぽうやま

天保山農園　　 （２区画）
　　30㎡
■費 年間9,000円
■対 次のいずれかに該当する人
①町内に住所（住民登録）がある人
②町内に畑以外の固定資産を所有し
ている人

■選 応募多数の場合は抽選
■申 10月11日㈫までに電話または直
接農林水産課へ

　　　 現在ふれあい農園を利用し
ている人は応募できません。

information 町からのおしらせ

記号一覧

非常勤職員を募集します
介護課　　　　　　　　　　内線344

ふれあい農園
利用者募集

農林水産課　　　　　　　　内線735

真鶴道路（真鶴ブルーライン）の
夜間通行止めについて

真鶴道路管理事務所　　　☎69-1441

地域会館事業
秋の『幕山ハイキング』
社会教育課　　　　　　　☎62-1125

地域会館事業
『ちりめん細工のうさぎさん』
社会教育課　　　　　　　☎62-1125

地域会館事業
『ゆずママレード・ゆずみそ作り』
社会教育課　　　　　　　☎62-1125

スケッチングウォーク講座
社会教育課　　　　　　　☎62-1125

議会報告会を開催‼
議会事務局　　　　　内線213・214

秋のママさん
バレーボール大会
社会教育課　　　　　　　☎62-1125

抽選会

面積

募集農園

募集人員

勤務場所

雇用期間

応募方法

勤務時間

注意事項

職種

賃金

■日 日時  ■期 期間  ■時 時間  ■場 場所・会場
■内 内容・コース　■対 対象・資格・条件
■定 定員・定数　■費 費用　 ■持 持ち物
■講 講師・出演　■交 交通　■任 任期
■選 選考　■ホ ホームページ　■主 主催
■申 申し込み　■問 問い合わせ
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　平成24年度に小学校入学予定の
児童を対象とした健康診断です。
■日 10月27日㈭
◎湯河原小学校または東台福浦小学
校に入学予定の児童

　　受け付け13:00～／開始13:30～
◎吉浜小学校に入学予定の児童
　　受け付け14:10～／開始14:40～
■場 町民体育館

■日 10月19日㈬　9:30～
■場 教育センター２階204会議室
※傍聴希望者は、前日の午前中まで
に学校教育課へご連絡ください。

■日 11月５日㈯　10:00～15:35
■場 町立図書館３階
■内 図書館探検クイズ、保育園の先
生との遊び、おはなし、かみし
ばい、落語、群読、ブックトーク、
小中学生の本や読書に関する作
品展示

■主 湯河原町子ども読書活動推進協
議会

　離乳食の疑問を解決し、仲間づく
りもできる楽しい講習会です。
■日 10月28日㈮　9:40～12:00
■場 保健センター
■内 離乳食に関する話と調理実習
■対 離乳期の子どもを持つ親または
その家族

■定 15組（先着順）　■費 無料
■持 筆記用具、エプロン、三角巾（バ
ンダナ可）

■申 10月18日㈫までに電話で保健セ
ンターへ

※当日、保育を希望される人は、あ
わせてお申し込みください。

■日 11月５日㈯　15:00～17:00
■場 県小田原合同庁舎３階会議室
■内 マグネット西湘　～地域の魅力
をみんなで考えよう!～

■申 10月28日㈮までに電話、FAX、
はがきまたは県のホームページ
からお申し込みください。

■問 西湘地域県政総合センター県民課
　〒250-0042　小田原市荻窪350-1
　☎32-8000　FAX32-8953
※保育（２歳から就学前まで）を希
望する人は、あわせてお申し込
みください。

　緑や自然を愛する心を大切にし、
草花に触れる楽しみや喜びを一緒に
味わってみませんか。
■日 10月２日㈰まで　9:00～17:00
■場 観光会館多目的広場
■主 湯河原山草会

■日 11月６日㈰　8:30集合
■場 町民体育館
■内 グラウンドゴルフ、キンボール、
ペタンク、ドッヂビーほか

■費 無料
■持 運動靴、体育館シューズ、タオ
ルなど

※申し込みは不要です。どなたでも
お気軽にご参加ください。

　ことばや発達の遅れが心配、お友
だちと上手に遊べないなどで悩んで
いるお母さん、お子さんと一緒に参
加してみませんか。
■日 10月12・19日㈬ 　10:00～11:30
　10月26日㈬　　　 10:00～13:00
■場  地域福祉センター６階和室

information

安全・安心まちづくり旬間 放置自転車・バイククリーンキャンペーン
10月11日㈫～20日㈭

『みんなで　つくろう　安心の街』
10月1日㈯～31日㈪

〜ちょっとだけ　甘えが招く　迷惑駐車〜

就学時健康診断について
学校教育課　　　　　　　☎62-1100

教育委員会
定例会のおしらせ
学校教育課　　　　　　　☎62-1100

子ども読書まつり
社会教育課　　　　　　　☎62-1125

離乳食講習会
保健センター　　　　　　　内線367

黒岩知事との
“対話の広場”（地域版）
西湘地域県政総合センター県民課 ☎32-8000

湯河原山草会
秋の展示会

㈳湯河原温泉観光協会　　☎64-1234

スポーツ・レクリエーション
・フェスティバル

社会教育課　　　　　　　☎62-1125

「あゆみの会」
参加者歓迎！

福祉課　　　　　　　　　　内線311

■問 地域政策課　内線233・234 ■問 湯河原町交通安全対策推進協議会（土木課内）　内線513

◆空き巣の防犯対策◆
　○２階以上の部屋でも鍵をかける
　○少しの外出でも鍵をかける
　○玄関や窓に補助錠を取り付ける
◆車上狙いの防犯対策◆
　○貴重品を置かない
　○少しでも車を離れる時は鍵をかける

　違法駐車と放置自転車・バイクが交通事故や交通渋滞の原因と
なっています。
　一人一人が交通ルールを守り、駐車マ
ナーを向上させ、安全で円滑な交通環境
の確保に努めましょう。

◆運動の重点
　１違法駐車の追放
　２交通ルールの遵守と駐車マナーの向上
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　県民一人一人に、運動やスポーツ
に親しむきっかけを作ってもらおう
と、体育の日のおおむね前後各１週
間を「県民スポーツ週間」としてい
ます。
　町でも、町民レクリエーションの
集いが開催されます。
　皆さんもぜひこの機会に運動やス
ポーツを楽しんでみませんか。

　　　836円（18円引き上げ）
　　　平成23年10月１日
　　県内の事業所で雇用される全て
の産業の労働者（パートタイマー、
臨時、アルバイトなどを含む。）に
適用されます。ただし、特定（産
業別）最低賃金が適用される人は
除きます。詳しくは、神奈川県労
働局ホームページをご覧ください。
■ホ http://www.kana-rou.go.jp

　狂犬病予防注射は、毎年１回の接
種が義務付けられています。
　まだ狂犬病予防注射の接種と注射
済票の交付手続きをしていない飼い
主は、早めに手続きをしましょう。
◆手続方法　
　お近くの動物病院で狂犬病予防注
射を受け、獣医師の発行した証明書
と手数料の550円（１頭当たり）を
お持ちの上、環境課で注射済票の交
付手続きをしてください。
◆お願い
　死亡や譲渡により現在犬を飼って
いない人は、環境課までご連絡くだ
さい。

　みんなで一緒に調理し、食べるこ
とを楽しむ教室です。簡単にできる
栄養満点のお弁当を作って、外に出
かけてみませんか。
■日 10月24日㈪　10:00～13:00
　11月７日㈪　10:00～13:00
※どちらか１日のみの参加も可能
■場 保健センター　■対 65歳以上の人
■定 15人（先着順）　■費 無料
■持 エプロン、三角巾、筆記用具
■申電話で介護課へ

■日 10月15日㈯　14:00～17:00
■場 小田原市民会館６階第６会議室
■内 借入金の返済、離婚や円満調整、
交通事故の示談、子どものこと
や親子関係、土地や建物の明け
渡し、遺産相続など

■問 小田原民事調停協会　☎40-3188
　小田原家事調停協会　☎22-6586
※予約不要、相談無料です。

　コミュニティバス利用者の利便性
の向上を図るため、10月１日から、
「新崎橋」バス停と「吉浜小学校前」
バス停の中間地点に、「

  ち とせ が おか

千歳ヶ岡」バ
ス停を増設しました。皆さんどうぞ
ご利用ください。

information 町からのおしらせ

町民体育館利用案内
◎団体利用
　利用月の３か月前の１日から利用
日の７日前まで申し込みができま
す。（10月１日現在、１月分まで申
し込み可能）

◎個人利用
　利用日の５日前から申し込みがで
きます。
※申込書は町ホームページからダウ
ンロードできます。
※小中学生のみの利用は、保護者の
同意が必要です。

開館時間　9:00～21:00
10月の休館日　３・11・17・24・31日
■問 社会教育課（平日）　☎62-1125
　 町民体育館（平日以外）　☎62-1200

ヘルシープラザ利用案内
◎１月分の団体利用予約
■申 10月１日㈯9:00から料金を添えて
　ヘルシープラザ受付へ
※9:00の時点で重複の場合は抽選

開館時間　9:00～21:00
10月の休館日　３・17・24・31日
■問 ヘルシープラザ　☎62-1333

記号一覧

おいしく！ らくらく！ 栄養満点！
ふれあい料理教室
介護課　　　　　　　　　内線344

無料調停相談会のおしらせ

10月1日㈯～16日㈰は
県民スポーツ週間

社会教育課　　　　　　　☎62-1125

神奈川県最低賃金が改正
「必ずチェック 最低賃金! 使用者も労働者も」
神奈川県賃金課　　　☎045-211-7354

狂犬病予防注射は
お済みですか？

環境課　　　　　　　　内線551～553

コミュニティバスの
バス停が増えました
地域政策課　　　　　　　　内線231

■日 日時  ■期 期間  ■時 時間  ■場 場所・会場
■内 内容・コース　■対 対象・資格・条件
■定 定員・定数　■費 費用　 ■持 持ち物
■講 講師・出演　■交 交通　■任 任期
■選 選考　■ホ ホームページ　■主 主催
■申 申し込み　■問 問い合わせ

時間額

発効日

適用
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お
し
ら
せ

■日 11月20日㈰
　開場13:00／講演13:30～15:00
　講演会終了後にサイン会あり
■場 ３階集会室
■内 「金子みすゞと私」
■定 150人（先着順）
■講 太田治子さん（作家）
■申電話または直接図書館へ

 
　明治34年、天野屋旅館に滞在し
ていた

 の   ぎ  まれすけ

乃木希典から、小田原中学校
初代校長

よし だ くらぞう

吉田庫三に宛てた書簡（複
写）を展示します。
■期 10月５日㈬～30日㈰
■場 ２階展示コーナー

 
◎にこにこクラブ
■日 10月14・28日㈮　11:00～
■場 ３階おはなしのへや
■対 ２歳まで
◎土よう日のおはなし会
■日 10月８・22日㈯
■場 ３階おはなしのへや
■対３～６歳（14:30～）/小学生（15:00～）

■日 10月25日㈫　14:00～
■場 ３階会議室
＊朗読ボランティア「

こだま

谺 」の発表会
については、折り込みのおしら
せをご覧ください。

▼「おもちゃの昭和史」   佐藤　安太
▼「たとえば君」　　　　河野　裕子
▼「向田邦子のかくれんぼ」 佐怒賀三夫
▼「家族の分け前」　　　森　　浩美

　○火～金曜日　 9:30～19:00
　○土・日・祝日　9:30～17:15
※開館時間を延長しています。
10月の休館日　3・4・11・17・24・31日
■問 町立図書館　☎63-4155

ヨイゴゴ

今月の納め
　　　10月31日㈪
町県民税（第３期）
国民健康保険料・介護保険料（第５期）
長寿（後期高齢者）医療保険料（第４期）
水道料金・下水道使用料（10月分）

統計ゆがわら（９月１日現在）
　　　　　　　　　　　　前月比
　世帯数　11,063 △15
　総人口　26,639 △ 62
　自然増減（出生・死亡） △ 15
　社会増減（転入・転出） △ 47
※平成22年国勢調査速報値に基づい
て算出しています。なお、速報値に
は男女別の内訳がないため、確定
値が発表となるまでは男女別の内訳
を省略します。

気象ゆがわら（８月）
　気温最高 37.4 ℃（11日）
　　　最低 20.3 ℃（22日）
　　　平均 27.7 ℃
　降雨日数 13 日
　総降雨量 238.5 mm

☆町内小中学校
７日㈮　前期終業式
８日㈯～12日㈬　秋季休業
13日㈭　後期始業式

★湯河原中学校
～５日㈬ 　保護者面談（３年）
25日㈫・26日㈬　学習発表会

★湯河原小学校
５日㈬　学級懇談会
19日㈬　遠足（１、３年）

★吉浜小学校
４日㈫・５日㈬
　　　　教育活動公開・教育相談
５日㈬　学級懇談会・ミニコンサート
22日㈯　運動会

★東台福浦小学校
３日㈪　芸術鑑賞会
５日㈬　授業参観・学級懇談会
18日㈫・19日㈬　学校公開
29日㈯　幼小合同運動会

対象言語

※日時の記載のないものは随時相談を
受け付けています。

【心配ごと行政相談】
■日 10月10日（月・祝）　13:00～16:00
■場宮下会館
■日 10月20日㈭　13:00～16:00
■場文化福祉会館

【青少年相談】
■日月～金曜日　9:30～12:00・13:00～16:00
■場青少年相談室（教育センター２階）
★親と子のテレフォン相談☎63-6300
上記以外の時間は、留守番転送電話で
24時間対応しています。

【教育相談】
■日月・水・木曜日
　 9:00～12:00・13:00～17:00
■場学校教育課（教育センター１階）

【町長相談】（予約制：秘書広報室）
■場役場会議室

【育児・保育園・栄養相談】
■場子育てサロン（地域福祉センター２階）
　※保育園相談・栄養相談は予約制
（福祉課児童福祉担当)

【児童相談】（予約制:福祉課児童福祉担当)
■場福祉課会議室
※虐待の疑いがある場合は、どなたで
もご連絡ください。

【補装具巡回更生相談】
（予約制:福祉課障がい福祉担当)
（肢体不自由）
■日 10月24日㈪　13:00～14:00
■場小田原市保健センター

【外国籍住民相談】（予約制:地域政策課）
　　　　英語・韓国語・タガログ語

【法律相談】（予約制：商工会☎63-0111）
■日 10月12日㈬　10:00～12:00
　 10月26日㈬　13:00～16:00
■場商工会館

【融資相談】（事業融資）
■日 10月11・18日㈫　10:00～16:00
■場商工会館２階

【出張福祉相談会】（福祉課 内線312）
（身体・知的・精神障がい対象）
◎湯河原会場
■日 10月３・17日㈪　10:00～12:00
■場地域福祉センター３階会議室
◎真鶴会場
■日 10月４・25日㈫　10:00～12:00
■場町民センター１階機能回復訓練室

information

太田治子文学講演会

110年前、湯河原天野屋旅館から出された手紙

おはなし会

今月のおすすめ本

午後の朗読

開館時間・休館日

おお  た  はる  こ

 さ とう      やす た

かわ の       ゆう こ

 さ   ぬ   か  みつ お

もり　　      ひろ み

図書館
あらかると 相談

学校行事
10月

納め
統計
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町の鳥・めじろ

10月

可燃
びん
可燃
不燃
可燃

可燃
カン

可燃

可燃
びん
可燃

可燃

可燃
カン

可燃

可燃

・ダンボール
・紙パック
・ペットボトル

・ダンボール
・紙パック
・ペットボトル

・新聞
・雑かみ

可燃
（粗大：有料）

可燃
（粗大：有料）

■＋休日当番医　
   い   ら    こ

五十子内科医院（62-3475）

健康相談・栄養相談9:30～11:30（保健センター）

小・中学校前期終業式
ポリオ生ワクチン13:30～14:20（保健センター）
　対象:H23.1.1～H23.6.30生
※12日㈬の粗大ごみ申込期限

小・中学校秋季休業（～12日）

かん ろ

寒露　十三夜
町民レクリエーションの集い9:30～（旧中学校グラウンド）
■＋休日当番医　山口外科医院（62-7131）

体育の日　目の愛護デー
心配ごと行政相談13:00～16:00（宮下会館）
■＋休日当番医　こまつクリニック（60-1415）

融資相談10:00～16:00（商工会館）

あゆみの会10:00～11:30（地域福祉センター）
法律相談10:00～12:00（商工会館）予約制

小・中学校後期始業式
育児教室（かるがも）9:30～10:00（保健センター）
　対象:乳幼児とその親または家族

３歳６か月児健康診査13:00～13:15（保健センター）
　対象:H20年３月生

町民大学14:00～（図書館）

『家庭の日』
社会福祉大会10:00～13:30（町民体育館）
■＋休日当番医　湯河原胃腸病院（62-7181）

２歳６か月児歯科検診13:30～14:00（保健センター）
　対象:H21.3.1～H21.4.30生

育児相談9:30～11:30（保健センター）
　対象:乳幼児とその親または家族
融資相談10:00～16:00（商工会館）

食育の日
あゆみの会10:00～11:30（地域福祉センター）
ポリオ生ワクチン13:30～14:20（保健センター）
　対象:H22.7.1～H22.12.31生

心配ごと行政相談13:00～16:00（文化福祉会館）

健康相談・栄養相談9:30～11:30（保健センター）
１歳６か月児健康診査13:30～14:00（保健センター）
　対象:H22年３月生
※26日㈬の粗大ごみ申込期限

2011ふれあい広場産業祭10:00～15:00（海浜公園）
■＋休日当番医　中川整形外科医院（63-5620）

そうこう

霜降

４か月児健康診査13:00～13:15（保健センター）
　対象:H23年6月生

あゆみの会10:00～13:00（地域福祉センター）
法律相談13:00～16:00（商工会館）予約制

離乳食講習会9:40～10:00（保健センター）
　対象:離乳期の子どもをもつ親またはその家族
公園体操13:30～15:00（桜木公園）

■＋休日当番医　川﨑内科医院（63-3605）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

㈯

㈰

㈪

㈫

㈬

㈭

㈮

㈯

㈰

㈪

㈫

㈬

㈭

㈮

㈯

㈰

㈪

㈫

㈬

㈭

㈮

㈯

㈰

㈪

㈫

㈬

㈭

㈮

㈯

㈰

㈪

※休日当番医は、医師の都合により変更する場合があります。

「ゆがわらメールマガジン」
○パソコンから登録URL:
http://www.town.yugawara.kanagawa.jp/merumaga/p-merumaga.html
○携帯電話用登録画面のURL:
http://www.town.yugawara.kanagawa.jp/merumaga/m-merumaga.html
　　　　　　　　　　ＱＲコードはこちらです→

カン可燃
不燃 粗大

びん紙くず
台所ごみ 等

食料・飲料の
空きカン

粗大ごみ（事前有料申込制）
申し込みは収集日の前週金曜日まで

食料・飲料の
空きびん

ダンボール・紙パック 
ペットボトル（飲料・酒類・しょうゆ用等）

新聞紙
雑誌 等 

ガラス製品・蛍光灯
陶磁器・金属類

・新聞
・雑かみ

・ダンボール
・紙パック
・ペットボトル
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少年少女よ、世界へはばたけ‼
湯河原町の子どもたちが姉妹都市へ行ってきました

◆オーストラリア・ポートスティーブンス市
　８月15日㈪から26日㈮まで、湯河原町在住の中学２
年生６人が、湯河原町の姉妹都市、オーストラリア・
ポートスティーブンス市を訪問し、ホームステイ体験や
地元の学校に通学するなど、親善交流をしました。
　事前に英会話を勉強したものの、実際に英語で自分の考
えを伝えるのは簡単ではありませんでしたが、生徒たちは
身振り手振りも交えて、一生懸命に思いを伝えようとがん
ばりました。すると気持ちが伝わったのか、ホームステイ先
の家族や地元の学校の生徒たちとすっかり仲良くなり、生
徒たちは楽しい思い出を胸に帰国しました。
　帰国後の生徒たちの顔は、とても晴れ晴れとしてい
て、一回り大きくなったように感じました。

◆大韓民国・忠州市
　９月２日㈮から４日㈰まで、

いく し かい
育子会剣道スポーツ少年

団が、湯河原町の姉妹都市、大韓民国・忠州市を訪問
し、「忠州世界武術祭」に参加しました。
 この「忠州世界武術祭」は毎年忠州市で開催されてい
て、今年は世界15か国から武術者が訪れ、その腕を競
い合いました。
　育子会剣道スポーツ少年団は、３日㈯に特設ステージ
で演技を披露しました。団長の太鼓に合わせて竹刀を振
ると、会場からは大きな歓声と拍手があがりました。
　また、地元の「忠州青少年剣道団」と合同練習や交流
試合も行いました。
　言葉が通じなくても、同じスポーツで汗を流すことによっ
て、国境を越えた心と心の交流ができたと思います。

ちゅんじゅ

セントフィリップス・クリスチャンカレッジにて

忠州世界武術祭『特設ステージ』にて

●11月号掲載写真募集●
◆対象　平成22年11月２日～平成23
年６月１日生まれ

◆申し込み　あかちゃんの名前（ふりが
な）、性別、生年月日、保護者名、住所、
電話番号、あかちゃんへのメッセージ
(20文字以内)と送り主（～より）を記
入し、写真を１枚添えて、秘書広報
室へ郵送または直接お持ちください。

◆締め切り　10月11日㈫
※掲載は一人１回、１枚限りです。
※写真は返却できません。
※応募多数の場合は翌月号の掲載にな
ります。

あかち んゃ
写真館

 こ やま     ゆ   め  
小山　由芽ちゃん（女）
平成22年９月生・城堀

 す  とう　　　　　　 
須藤さくらちゃん（女）
平成22年10月生・中央

 う   さ   み  しょうた 
宇佐美翔太ちゃん（男）
平成22年６月生・土肥

「自由な芽を咲かせて
ね。」
（パパ・ママより）

「大きくなったら色々な
所におでかけしようね」
（ママより）

「♡すくすく元気に育って
ね♡」
（パパ・ママより）

「みんなの宝もの。元気
に大きくなぁれ」
（パパ・ママ・にぃにより）

おかざき　     り  ほ 
岡崎　璃帆ちゃん（女）
平成22年９月生・吉浜
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防犯パトロール出発進行!!　９/13（火）
　温泉場区会（

まきがみしょうじ

巻上昭次区長）が防犯ボランティア団体『青
色防犯パトロール隊』を結成し、観光会館前広場で出発式を
開きました。
　自治会が主体となって、青色回転灯を装備した車両でパト
ロールをするのは町では初めてのことで、巻上区長は「地域の
皆さんや子どもたちの登下校を見守るなど、安全安心な温泉
場地区を作っていきたい。」とおっしゃっていました。
　今後区会では、毎週火曜日に、17人の隊員たちが交代でパ
トロールを続けていくそうです。

東台福浦小学校　地震避難訓練　９/６（火）
　東台福浦小学校で、授業中にマグニチュード9.0の地震が
発生したことを想定した避難訓練が行われました。
　先生の指示にしたがって、グラウンドに避難したあとに
は、消火器を使った初期消火訓練や煙道体験、起震車での
地震体験などをしました。

湯河原小学校運動会　９/17（土）
　太陽が顔を出したと思ったら、時折雨が激しく降る不安
定な天候の中、湯河原小学校で運動会が開催されました。
　夏休みが明けてから、まだまだ残暑厳しい中で毎日練習
をがんばってきた子どもたち。真っ黒に日焼けしたりりしい
顔つきで、それぞれの種目を楽しみながら、力を出しきりま
した。

　９月号の23ページで発表し、現在戦隊名を募集している
『広報マスコットキャラクター』ですが、皆さんはもうご
覧になっていただけましたでしょうか。　町民の皆さんか
らはもちろん、町外や県外からもたくさんの応募が届いて
いて、予想以上の反響に驚くとともに、湯河原に愛着を
持っている人たちの思いに触れた気がして、心があたたま
ると言いますか、うれしく感じているところです。　戦隊
名は10月31日(月)まで募集しています。戦隊名（『○○戦
隊△△△△』など）と、応募者の氏名、住所、電話番号を
記入の上、メールまたは郵送で秘書広報室までお寄せくだ
さい。ご応募お待ちしています。　（か）

◆地域の安全を守るために･･･。

◆ブンブンと回る風車にニッコリ

◆大きな揺れに立っていることもできません。

◆
振
り
回
さ
れ
な
い
よ
う
に
「
ま
わ
れ 

ま
わ
れ
」

万華鏡とペットボトル風車を

作って遊ぼう　　８/23（火）
　門川会館あそびと学習の会主催の工作教室が開催
され、20人の子どもたちが、身近なものを使った工
作を楽しみました。
　ペットボトルにはさみで切れ込みを入れ、少し角
度を付けて折り返すとプロペラのできあがり。エア
コンの吹き出し口にかざしてみると･･･。『わ～ま
わった』『あれっ回らない～』。一喜一憂する子ど
もたちの声が会場に響いていました。

▲

▲

▲

コーヒーブレイク


